
岩手県食育標語コンクール入賞作品（敬称略・順不同） 

賞 氏 名 学校(市町村)名・作品 

最優秀賞 佐藤 博志 
盛岡市 

希望郷 未来へ受け継ぐ 伝統料理 

優秀賞 
（一社）岩手県医師会 

会長賞 
畠山 大翔 

岩手県立不来方高等学校 １年生 

陸と海 岩手の食で 制覇する 

優秀賞 
（公社）岩手県栄養士会 

会長賞 
千葉 陽香 

大船渡市立立根小学校 ５年生 

赤に緑に黄色の栄養 なんでもある岩手県 

優秀賞 
岩手県牛乳普及協会 

会長賞 
小岩 美紅 

岩手県立大東高等学校 ２年生 

ほっこりと 故郷を感じる もちの味 

優秀賞 
岩手県漁業協同組合連合会 

会長賞 
菅原 和真 

岩手県立大船渡高等学校定時制 ２年生 

三陸の シャキシャキわかめで シャキッと元気 

優秀賞 
(一社)岩手県歯科医師会 

会長賞 
長野 真李 

大船渡市立立根小学校 ５年生 

栄養のたから箱 三陸の海の幸 

優秀賞 
岩手県社会福祉協議会・ 

保育協議会 会長賞 
高橋 優希 

花巻市立南城中学校 ３年生 

雑穀で 元気一杯 朝ご飯 

優秀賞 
(一社)岩手県獣医師会 

会長賞 
芳田 葵 

岩手県立不来方高等学校 １年生 

リンゴにかぼちゃ ホタテに納豆 岩手がつまった 

南部せんべい 

優秀賞 
いわて純情米需要拡大推進 

協議会 会長賞 
渡邉 梨乃 

一関市立萩荘中学校 １年生 

一口で ほれてしまった ひとめぼれ 

優秀賞 
岩手県学校給食研究会 

会長賞 
佐藤 理央 

一関市立藤沢小学校 ３年生 

七りんで 父とやいた はつさんま 

優秀賞 
(一社)岩手県食品衛生協会 

会長賞 
熊谷 連 

花巻市立南城中学校 １年生 

わんこそば 岩手の名物 腹いっぱい 

優秀賞 
岩手県農業協同組合中央会

会長賞 
大ヶ生 璃音 

岩手県立花巻北高等学校 １年生 

金色に 輝く大地に ひとめぼれ 

優秀賞 
(一社)岩手県薬剤師会 

会長賞 
大森 菜津子 

岩手県立花巻北高等学校 １年生 

ひっつみで 心も体も ホッカホカ 

優秀賞 
いわて生活協同組合 

理事長賞 
南川 陸登 

岩手県立盛岡第一高等学校 １年生 

味わおう 季節の味を 野菜から 

優秀賞 
岩手県学校栄養士協議会 

会長賞 
田中 達也 

二戸市立中央小学校 ６年生 

手作りの おやつは優しい 祖母の味 

優秀賞 
全国農業協同組合連合会 

岩手県本部長賞 
神山 卓也 

岩手県立軽米高等学校 ２年生 

米育ち 岩手の力 見せるとき 

優秀賞 
岩手県チキン協同組合 

理事長賞 
三ヶ森 詩乃 

岩手県立盛岡第一高等学校 １年生 

手作りの 南部せんべい 祖母の味 

 

 



 

賞 氏 名 学校(市町村)名・作品 

入賞 小松原 琉衣 
ちゃいるどスクール 

おかあさん さかなりょうりが おいしいな 

入賞 宍戸 優花 
岩手県立不来方高等学校 １年生 

一番を選べない！ どれもおいしい 岩手の食材 

入賞 佐藤 拓也 
岩手県立水沢高等学校 ２年生 

バリボリと 南部せんべい 強い歯を 

入賞 木村 きらら 
山田町立織笠小学校 ５年生 

岩手県 おいしい食材 つまってる 

入賞 三浦 颯太 
岩手県立一関第一高等学校 １年生 

その一粒に笑みこぼれ 今日もおいしくいただきます 

入賞 畠山 玲耶 
岩手県立一関第一高等学校 ２年生 

朝昼晩 私の主食は 岩手のお米 

入賞 川村 美凪 
盛岡市立黒石野中学校 ３年生 

はいどんどん 笑顔ふえてく わんこそば 

入賞 秋元 悠歌 
岩手県立盛岡第一高等学校 １年生 

「はいじゃんじゃん」 にぎわう声に 胸おどり 

入賞 川崎 朱音 
岩手県立釜石商工高等学校 ３年生 

新鮮で 安心・安全 岩手の野菜 

入賞 石川 愛莉 
一関市立萩荘中学校 １年生 

曲がりネギ 魔法の野菜  かぜ治す 

入賞 千葉 晴空 
一関市立清田小学校 ４年生 

すいとんは 心あったか ババの味 

入賞 佐藤 煌多 

一関市立清田小学校 ５年生 

好きな物 一つにしぼるの難しい だって岩手は食の

宝箱 

入賞 吉田 行羊 
岩手県立不来方高等学校 １年生 

白銀の 岩手の米は 日本一 

入賞 工藤 未悠 
岩手県立岩泉高等学校 ２年生 

わんこそば みんな一緒に はいどんどん 

入賞 清藤 真名 
岩手県立軽米高等学校 ２年生 

わんこそば みんなの笑顔 はい、じゃんじゃん 

入賞 船渡 彩音 
久慈市立侍浜中学校 ２年生 

おばあちゃんの 愛情こもった まめぶ汁 

入賞 太田 愛理 
花巻市立南城中学校 ２年生 

農仕事 小昼のがんづき 母の味 

入賞 外舘 闘志 
岩手県立久慈高等学校 ３年生 

短角牛 熱い鉄板に 背負い投げ 

 


